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巻頭言
国分寺稲門会・会長

清水

元

谷田成雄元会長を悼む

や た しげ お

非常に残念で悔しいことですが、谷田成雄相談役・元会長が
本年1月14日急逝されました。享年86でした。
昨年末の稲穂祭
（忘年会）
では酸素吸入器をつけてのご出席
でしたが、お元気でいつもの
“ちっょぴり辛口な後輩への激励”
ス
ピーチと共に乾杯のご発声をいただき、珍しく二次会へも出席さ
れ、お酒のお付き合いもされました。年明けには「新年会には体
調を整え・出席するよ！」と宣言され、一同そのつもりでいたので
すが、残念でたまりません。
氏は当会にとっても、
また私個人にとっても支柱的存在でし
た。
これからも、
まだまだ沢山のご助言をいただくつもりでいた
私は、正月早々にでも次年度の課題についてご相談に伺おうと
していた矢先の訃報でした。
谷田成雄氏は初代会長中藤俊一、塩谷信雄名誉会長、二代
目会長須田茂雄氏の後を引き継ぎ、平成１０年末の臨時総会で
三代目会長に任命されました。図らずも茂雄から成雄へのリレー
で、平成２１年６月まで１０年以上の長きに亘り本会の更なる発展
の礎を築いていただきました。
また氏は企業人としては東京ガイシ㈱、㈱セラミカ、㈱ジェイ
コム東京で要職を歴任し、一方、地元国分寺では商工会、
ロータ
リークラブ、警察や消防関係、陶芸教室などの運営に多大な貢
献をされました。

第47回 令和元年度

国分寺
稲門会

総会

【日 時】 令和元年6月9日日 16：30 ～20：45
【場 所】 龍栄（中華料理） 〒185-0011 国分寺市本多2-3-1

TEL：042-321-0005／042-321-3231 国分寺駅北口より徒歩5分
開会挨拶／総会議事／大学挨拶
17：50 ～18：40 コンサート ピアノ演奏：竹村まさみ 早大応援部吹奏楽団
18：55～20：30 懇親会
20：30～20：45 フィナーレ
【参加費】 5,000円 ご家族 4,000円
【年会費】 5,000円（未納の方はご持参お願い致します）
【時 間】 16：30 ～17：40

個人的にはたくさんの想い出をいただきました、
というよりも、
小生が会長を務めるにあたって、会の運営全般や人間関係など
に対するご助言やご指導が大半でした。
断片的ですが、その教えの中で印象に残るものをあげますと、
【一つ・広く皆の意見を吸い上げ、且つ独自性をもってリードする
こと。二つ・内外の人間関係を大事にすること、友人を増やすこ
と。三つ・価値観の共有を重んじること】
などです。いつでも何か
あれば相談に来て結構、接待など必要であれば遠慮なく下の店
“ごなんぼ
“を使いなさい、
などと身に余る言葉をいただき大いに
甘えさせていただきました。私にとっては文字通り
「困ったときの
谷田邸詣」でした。
大隈重信侯の言葉に「人間の生きるのは、社会の利益のため
に存在することだ。ただ生きているのではつまらない」とありま
す。谷田成雄氏からもまさにこの言葉を教わったように思いま
す。
ありがとうございました。
これからもきっと天国から見守っていただけることでしょう。
本会は国分寺在住、在勤の卒業生が互いに親しみ、交流し、母
校との関係を密にして共栄・共存を図ることを目標に活動してお
ります。加えて「地域と共に・早稲田と共に」をモットーに国分寺
市民との交流、文化的な貢献を目的に「国分寺寄席」を毎年開
催し、本年で９回目を迎えます。
同好会活動や諸行事の開催には、会う度にいつも
“最近の活
動は盛大で楽しそうでいいね
“と仰って満足されていたように思
います。
これからも谷田成雄氏の遺志を継ぎ、多くの会員/家族の親睦
を深め、校友の輪を広げ、魅力ある会に成長・発展させることをご
霊前に誓いたいと思います。
谷田さん、
どうか安らかにお眠りください。
（S38・法）

ピアノ演奏「映画音楽をあなたに」
ピアニスト：竹村まさみ
「カサブランカ」
より
「As time goes by」
「ティファニーで朝食を」より
「ムーンリバー」 他

「早稲田を歌おう」
早大応援部吹奏楽団（会場指揮 江連孝雄）
校歌ファンファーレ
「早稲田の栄光」
「紺碧の空」
「光る青雲」 他
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◆小田切

三千代

追憶のわが早稲田
目を閉じるとー明るい日差しを浴びた南門から真っすぐ延びた通り

ある日掲示板に一名募集、G通信社とい

の突き当りに演劇博物館が見えて来る。右手に図書館、左手に文学部

うのが見つかって欣喜雀躍、結局仏文科の

校舎の広い玄関階段が浮かんでくる。若き日の演劇青年加藤剛さんと

男子と二名採用となった。何故か早大卒の

すれ違ったこともあったなー
大隈侯の銅像の周りにはいつも男子がたむろしていて横切るときは
ちょっと気恥しく文学部の裏口階段を足早に登ったものだ。

社員が多い会社で白髪の素敵な老社長の
もとには晩年の尾崎士郎や司馬遼太郎ま
でが訪ねてきて度肝を抜かれた。当時気象

都立竹早高校から大勢の友人たちと憧れの早稲田を受けた。一つだ

庁で課長をしていた新田次郎、第三の新人

け。高田早苗、坪内逍遥、大西祝、津田左右吉、会津八一などの諸先生た

の吉行淳之介等々担当、瀬戸内寂聴、石原

ちが様々な苦難を乗り越えて創設されたその伝統ある文学部の末端に

慎太郎氏にいたってはいまだに現役作家

一学生として連なることが出来たのだ！

なのだから驚く。才能豊かな多くの作家や

私が卒業した翌年、文学部は80周年記念で出来た戸山キャンパスに

画家に出会えたことは素晴らしい財産となった。後年英文科教授小沼

移って行った。思い出がいっぱい詰まった懐かしい故郷（旧6号館）は法

丹先生に原稿依頼で早稲田を訪れたことがあるが、大隈さんの銅像の

学部に取って代わられた！

前で偶然お元気そうな武田先生とクラスメートだった正岡助手？に会っ

樫山欣四郎先生の「哲学概論」、仁戸田六三郎先生の「宗教学」、やは
り面白かった。社会に対する新しい切り口として私は社会学を専修、武

たときは流石に嬉しかった。この正岡さんが後に当稲門会の石田ご夫
妻のゼミ教授になるとは！ 最近分かったことである。

田良三先生のゼミで真の学究の徒にお会いした気がした。マックスウェ

就職して一年経つか経たないうちに結婚式。会費制、仲人なし。その

ーバー、世界社会学会で会ったばかりのパースンズなどについてその

代わり社長と武田先生、ワンゲル顧問の神澤惣一郎先生（商学部哲学

学説への批判も含めて語るとき、それらは日本の社会学の進むべき方

教授、のち本庄高等学院初代校長）が証人を引き受けて下さった。ここ

向性を示唆しており、普段温厚な先生から青白い炎が立ち昇っている

から私の仕事と家庭・育児の二足、三足のわらじ生活が始まり、J大学の

ようにさえ感じられた。清廉にして高潔な先生のもとには大勢の学生、

図書館司書として定年を迎えるまで本当に楽しく仕事させてもらった。

先輩たちが集まり、常磐炭鉱の動態調査などを積み上げて早大社会学

時にはアップアップもしたけれど・
・
・。

の基盤を確立していったのだ。

その上ワンゲル部員でもないのに妙高のワンゲルの山小屋を中心と

私たちのゼミでも群馬県農村部、富岡製糸場等を泊まり込みで調査

した仲間にして貰って山とスキーを楽しんだ。夫は寛容な人で、孤独を

したことは得難い体験になった。ゼミ親睦旅行で伊豆へ出かけたこと

愛する山男だが、それ以上に人が好き、大勢の仲間に私を引き込んで

も楽しい思い出だ。先生はこんな時よくサントリーの角瓶か何か差し入

一緒に遊んでくれたことを感謝している。そして何より妻が社会に出て

れしてくださり上機嫌で「日本良いとこ、早稲田良いとこなどと歌って

働くことを精神面で常に支えてくれていたことを感謝している。

ばかりでは新しい発展はないのだよ」と諭されもした。
実はこのゼミで将来夫となる小田切晏彦と出会った。体育会のワン
ダーフォーゲル部所属、山に行っているか部室か雀荘か・
・
・大学ではゼ

これも早稲田が与えてくれたご縁であり、恩恵なのだろう。
四年生の時60年安保にぶつかった。様々な出来事は忘れられること
ではないが

紙数も尽きたので筆を置く。

ミ以外あまり見かけなかったような気がする（笑い）。卒業後はマスコ
ミュニケーション、その頃ようやく曙光を浴び始めた広告の世界へ飛び
込んで行った。
社会学のクラスは卒業時53名中女子７名、先生は私たちを「７人の侍」
と呼び「パイオニアたれ」と励ましてくださったりしたが・
・
・
卒業間際になってもこれといった就職応募先はなかった。男子は新
聞社やTVに決まっていくのに・
・
・当時女子は結婚のためには短大まで、
花嫁修業しながら短期間働くというのが当たり前だった。結婚退職が
普通、出産後もなどというのはあり得ないことだったのだ。

［S36年

一文・哲学科・社会学専修卒］

（五十音順）

有志

吉 松 峰 夫
山 田
孝
山 崎 重 義
山 岸 信 雄
松 村 英 明
増 本 千 明
廣 田
廣
日置憲二郎
野 部 明 敬
中 山 斌 雄
中 村 俊 雄
中 島
厳
遁 所 真 美
田 中 康 義
舘
外 博
眞 宅 康 博
清 水
元
小 林
昭
黒 田 啓 之
黒 川 清 知
小 野 洋一郎
小田切 晏 彦
大 橋 忠 弘
江 連 孝 雄
牛 田
武
浅 野 道 博
赤 池 秀 夫
青 木 壮 司
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国分寺の歴史 その二十九
中世の国分寺
新田義貞と国分寺 １３３３
（元弘３）年足利尊氏が後醍醐
こうづけの くに

天皇の倒幕要請に応じて、上野国（現群馬県）
で新田義貞が
挙兵し、
北条幕府打倒を目指し鎌倉へ進撃開始した。
しかし、
府中多摩川で元執権北条高塒の弟泰家の大軍を前にして、
鎌倉街道を北に逃げまどう結果になった。
この新田軍の敗走の際、
こともあろうに国分寺に火が付けら
れ、
奈良・平安時代に建てられた諸殿堂は全て炎に包まれ、
崩
れ落ちてしまったと医王山縁起に書かれている。堀兼（現狭山
市）迄退いた新田軍は、
ここで北条から寝返った三浦の援軍
を受け、
体制を立て直す。
新田軍は幕府軍に奇襲攻撃を行い、幕府軍は総崩れとな
り、新田軍の大勝利に終わった。
この分倍河原（現府中市）
の
戦いにより、
新田軍は一気に鎌倉迄南下し鎌倉攻めへと移り、
北条一族を自決へと追い込み幕府打倒を果たした。
この合戦は奈良時代以降、武蔵国の仏教の中心である国
分寺の焼失と云う大変な事件を残した。
縁起によれば、
翌１３３４
（建武元）年新田義貞は、焼失を惜しんで、黄金３百両やお香
の伽羅２百匁などを寄進し、
それにより翌年には薬師堂が建
立されたと伝えられている。

薬師堂 国分寺本堂西側のハケの上に建ち国分寺本尊で
ある木造薬師如来坐像を祀っている。薬師如来は寄木造り、
漆箔仕上げの像高１９１．
５cmの坐像で、
薬師堂に安置されて
いる。製作年代は平安時代末か鎌倉時代初期の作とされ、
作
者は不明である。
「医王山縁起」に１３３３
（元弘3）年の戦火で
諸堂が焼失した際に、
いつの間にか薬師の霊像が１２神将像
に囲まれて林中に安座していたとの伝承がある。国の重要文
化財に指定されている。
薬師様と呼ばれ境内には弘法大師や四国八十八か所の
石像などがある。弘法大師は薬師堂裏の祠に高さ５５ｃｍ程の

丸彫の座像を祀っている。大正１、
２年の伝染病が流行った時
参拝者が遠くからも訪れ、行列を作ったことがあったと言われ
ている。薬師堂の中にはオビンズル様が祀られ、結膜炎になっ
た人が参拝に来たと云う。
（「民間医療」）。

「オコモリ」 薬師堂の西隣にある村氏神の八幡神社は、
９
月１９日が祭りで前日の１８日の晩はヨミヤであるが、
薬師堂でオ
コモリがあり、
オコモリの行われる18日の朝、
村の人達は神社よ
りも薬師堂に多く集まった。
その朝は神社の付番などが中心と
なって薬師堂と八幡神社の入口に、
それぞれ二本ずつの幟を
立てる。薬師堂の幟は八幡神社よりも大きく
「薬師瑠璃光如
来」
と書かれていた。
オコモリは夜に薬師堂の中で行われ、双盤と鉦ハリと云っ
て、男の人達が四つ鉦と一つの太鼓を打ち鳴らして念仏を唱
えた。
この時、
念仏講の女性達も集まり一緒に念仏を唱えた。
夜中の０時になると、
国分寺住職が来て護摩を焚いた。
オコ
モリの時には、
薬師を開帳する事はなかった。

「開帳」 本尊の薬師は普段厨子の中にあり、戦前までは６
２年毎に開帳したと云われている。戦後になると毎年９月１８日
であったが、現在は１０月１０日に居開帳が行われる様になっ
た。開帳の時には、国分寺住職が護摩を焚き、近年は境内に
出店なども出て、
一日中参拝者であふれる。

四国八十八ヵ所 薬師堂の裏に四国八十八ヵ所の写しと
云う石像が並んでいる。元は周辺の境内に散在しており、一
つ一つに詣って廻ると、
四国八十八ヵ所を参拝した事になると
云われた。
「江戸名所図絵」には、薬師堂の周辺に散在する
石像が描かれている。石像の一部が盗まれてしまったので、
薬
師堂の裏に集めて祀り直した。
◆田中康義
（S35・政経）

薬師堂
国分寺薬師堂の十二神将

新田義貞公之像
富永直樹作
昭和63年
（1988）
府中市蔵
重文

木造薬師如来坐像

平安時代後期

分倍河原の戦い
協力：国分寺市教育委員会、参考資料：国分寺市の昔／国分寺の民俗
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追 悼

谷田成雄さんと国分寺句会

黒川清知

谷田さんが会長の時、私が俳句を少々囓っていることをご存じで、
「俳句の同好会をやったらどうか」と
言われました。私もそのことを考えていたので迷わず OKしましたが、現実的に私一人では簡単に立ち上
げることもできませんでした。グズグズしているうちに時は過ぎていきます。半ば諦めていたところ、幸
いにも赤池秀夫さん、吉松峰夫さんが俳句を嗜んでいることがわかり、3 人で準備にかかりました。講師を
俳句結社「隗」主宰の大山雅由先生に依頼、快諾を頂きましたが、その直後急逝されました。途方にくれ
ましたが大山先生の奥様も俳人なので、3 人で清瀬の「隗」事務所を訪問、奥様（俳号細見逍子）に講師の
お願いをし即時承諾を頂きました。
いよいよ会員の募集、またたく間に清水会長を始め15 人が集まりました。谷田さんにも声をかけました
が、
「僕は川柳派」と断られました。また稲門会の会員で金子兜太師の高弟安斎篤史（俳号安西篤）さんに
はご協力を戴いています。そして本多公民館を会場に決め、平成 26 年11月21日に第1回の句会を開きまし
た。その際谷田さんから過分の寄付を頂き、ありがたく諸雑費や茶菓代に当てています。
私たち句会会員は谷田さんに感謝しながら、毎月第 3 土曜日（8 月は夏休み）熱心にそして和気藹々と、
先生の的確な講評を頂きながら俳句を楽しんでいます。それも谷田さんの一声があったらこそと思います。
谷田さんが我が稲門会の総会、稲穂祭（忘年会）などで示唆に富んだトークとともに乾杯の音頭をとら
れていた姿を忘れることはありません。お亡くなりなったのは何日か経ってからわかり、谷田さんらしく静
かに旅立たれました。 合掌
拙いながら一句捧げたいと思います。
冬ざれや乾杯の主そっと去る

谷田成雄さんを悼む

安齋篤史

国分寺稲門会の元会長で、地元ばかりでなく広く実業界でも経営者として活躍し、公私にわたり多大の
足跡を残された谷田成雄さんが亡くなった。国分寺稲門会は大きな柱石を失ったことになる。まさにかけ
がえのない人だっただけに、その喪失感ははかり知れない。
大学時代、
私は谷田さんとは同期の第一政経学部。
語学によるクラス編成で私はア行、
彼はヤ行だから別々
ではあったが、同じ国分寺からの通学生として早くから面識があった。谷田さんは、人も知る企業経営者
の御曹司であるから、おそらく早くから英才教育を受けておられたのではないか。自らもその自覚を持っ
ていたように思われる。大学では部活にＥＳＳを選んで真面目に英会話もこなし、颯爽たる背広姿だった。
私もその端くれにはありながらまったくのテンプラで、年中さえない学生服に終始したのだから、まさに
雲泥の差であった。
卒業後の人生もサラリーマンに終始した私とは、全然別の人生を真剣に歩まれた。お互い遠望しつつも
殆ど〈点と線〉のような付き合いにも関らず、たまに出会うと、いつも懐かしげに話しかけて来られた。
おそらく彼は、人の縁を何よりも大事にする人だったのではないか。そんな人に先立たれるのは、たま
らなく淋しいし、悔しい。

谷田先輩との出合い

田中康義

私が父親を早く亡くした為、大学卒業後浴場を経営していた時に、国分寺商工会の会員として参加して
いました。昭和 49 年商工会青年部長を引き受けて理事会に出席、谷田先輩は東京碍子社長として、商工会
理事の職務に就かれ、地域商工振興に寄与されていました。それが縁で、東京碍子工場が恋ヶ窪から、栃
木県烏山へ工場を移転する時、工場の煙突解体で解体作業を浴場業者を介して、紹介した事もありました。
また、国分寺駅周辺には、先輩林さん経営の「富士ビスケット」工場の社宅や小平市にあった日立トラ
ンジスター工場（現ルネサス）の女子寮、東経大、学芸大、一ツ橋大の学生用の下宿屋も散在し、浴場経
営も順調でした。昭和 60 年頃から日本経済も高度経済成長の時代に入りました。
その為、周辺の寮や社宅、下宿屋がディベロッパーによって買収され、駅前周辺にはマンションが建ち
並び、入浴客が極端に減り、46 年続いた浴場も昭和 62 年に廃業しました。
昭和63年に谷田先輩の紹介で、先輩のロータリー仲間であった地元の北田設計事務所に入社する事が出来
ました。
更には、平成 2 年谷田先輩が立川法人会国分寺支部長を勤めていた時に、私は北田設計事務所から法人
会に参加、広報紙の編集委員長を担当しました。
当然、国分寺稲門会でも第一回総会から参加され、談笑しながら酒を酌み交わしました。谷田先輩はよ
く飲んだ席で、
「私は毎晩読書をしないと眠れないので、毎晩一冊は読んでいる」と聞かされ、話をしても
頭脳明晰で、又 読書家でもあり、大変勉強になりました。
私は、商工会や法人会、稲門会、就職等、いろいろな方面で、谷田先輩には、ご指導、ご支援を頂き衷
心より感謝申し上げるとともにご冥福をお祈り申し上げます。
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同好会合同

バス旅 行

～北茨城の「歴史と名勝と花を巡り･美食を堪能する旅」～
●日

時： 平成31年4月16日（火）国分寺駅南口 7：15：出発 ・ 17日（水）18：47帰着

●参 加 者： 青木夫人、浅野道博、大橋忠弘、小田切三千代、小林昭、清水元、下山登、眞宅康弘、陶久清、染谷嘉男(三田会)、
千原一延、中村俊雄、中山斌雄、中山夫人、野部明敬、日置憲二郎、増本千明、松村英明、吉田夫人の19名

●旅行幹事： 日置、中山、清水、野部 ●記録：中山 ●写真：大橋、中村
那珂 IC から黄門徳川光圀が大日本史を監修した隠居所「西山荘」を見学、桜と桃が咲き誇る庭園を散策し歴史の重みを実

感しました。里山の桜が見事な桜街道を北上、太子町の蕎麦処「昔屋」で地鶏そばと美酒を満喫し袋田の滝に向かいました。
三大名瀑の一つでガイドの案内により高さ 120m、幅 73m の大岩壁を落下する滝に感動、旧上岡小学校では、昭和初期に建

造され NHK 朝ドラ「花とアン」撮影の木造校舎を背景に満開の桜と教室内を見学しメルヘン気分に浸りました。

国民宿舎人気度全国一番の「鵜の岬」に到着し太平洋一望の温泉で昼酒の酔を癒した後、清水会長挨拶・最長老の千原さ

んの乾杯で宴会が始まり、眞宅さん小話、野部さん落語、染谷・清水・千原・吉田さんの美声を楽しみ、「黄門様漫遊記」で

変装姿の黄門様 ( 小林）、カツラと刀をつけた助さん（松村）、格さん（下山）の珍妙なやりとりと「下がれい！この印籠の紋

所が目に入らぬか！頭が高い！」の決めセリフに爆笑の渦が広がりました。カラオケ組はさらに酔いしれ、残組みは部屋酒
と談義を楽しみました。

翌朝、日本三名園で徳川斉昭造園の偕楽園を訪問、梅香が残る園内を巡り、好文亭３階から千波湖を望む絶景を満喫しま

した。ひたち海浜公園での昼食後、満開のチューリップ畑と薄紫が見渡す限り広がるネモフィラの岡を散策、童心気分でトロッ

コ列車にて園内を周回しました。那珂湊おさかなセンターで、新鮮・格安の魚貝類のお土産を購入し、大洗 IC から常磐道・
外環道を経て、無事国分寺駅前に到着しました。

西山荘集合写真

昔家の昼食

袋田の滝
袋田の滝集合写真

国民宿舎
「鵜の岬」
旧上岡小学校集合写真

寸劇
「水戸黄門」

宴会場集合写真

カラオケ風景

飲み会・談論風発
鵜の岬の日の出

偕楽園集合写真

ひたち海浜公園集合写真
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早稲田アリーナ完成見学会レポ
山岸信雄
戸山キャンパスに建設が進められていた「早稲田アリーナ」
は 2018 年 12 月に竣工した。前身の記念会堂は 1957 年に創
立 75 周年記念で建設され、58 年間にわたりスポーツ施設、入
学式・卒業式・ホームカミングデーの会場として活用され、
64 年の東京オリンピックではフェンシング会場としても利用
～9 日（土）
、寄付された方、団
された。2019 年 3 月 7 日（木）
体向けに事前の「早稲田アリーナ完成見学会」が開催され、国
分寺稲門会は清水元会長ほか 5 名（大橋忠弘、眞宅康博、野部
明敬、日置憲二郎、山岸信雄）が春雨に濡れた戸山キャンパス
を訪問した。
（写真）
「早稲田アリーナ」は地下 2 階・地上 4 階から成り、施設の大
半が地下に埋設されている。ア
リーナのメインフロアは地下 2
階、バスケットボール・バレー
ボールならコート 2 面、バドミ
ントンならコート 5 面が設置可
能。入学式等の式典では 6,136
人を収容できる。地下であって
も自然光を採り入れて圧迫感を
なくし、自然換気や地中熱を活
用する空調システムを採用して
いる。地下 2 階には拳法場や応
援部練習スペースも併設されて
いる。

十一代目 金原亭馬生との出会い
眞宅康博
かれこれ 40 年も前のことになるが、ある建設会社のゴルフ
コンペが栃木のゴルフ場であった。参加者の中には、元大相撲
力士関脇蔵間竜也、八波一起（脱線トリオの八波むと志の息子）
等がいた。
その折、蔵間にサインしてもらったシャツを着てゴルフの度
に愛用したものだ。
何年か後の金原亭馬生師匠もメンバーの内の一人で、当時は
“金原亭馬治”であった。
歯切れのいい話しっぷりで、いい落語家だということは感じ
ていたが、十一代馬生になろうとは！ 十一代目は誰に？十代
目馬生の長女、俳優の池波志乃、中尾彬夫妻の推すところ“馬治”
に決まったそうだ。
名代を次いで間もなく、弟子が二人、同日に入門してきた。
今真打の“馬治”
“馬玉”である。この新弟子の稽古場が月一

馬生師匠、馬玉、馬治、馬久

地下 1 階は吹抜けで観客席
（1,800 席）が設置されてい
る。観客席はロールバックチ
ェア（可動席）で、収納する
とランニング等のウオーミン
グアップスペースとして活
観客席
用することができる。
1 階はサブエントランス。アリーナの屋上は地上部で 2 階に
当たり、緑豊かな丘状の広場「戸山の丘」を設けている。2 階
には学生が主体的に学ぶ場となる「ラーニングコモンズ」が、
3 階には早稲田スポーツの歴史を飾る「早稲田スポーツミュー
ジアム」と競技スポーツセンター事務所が開設される。
「早稲田アリーナ」がワセダスポーツの一層の発展に寄与し、
また従前の入学、卒業、ホームカミングデーなどの諸行事に活
用され、大隈講堂と並びワセダに集う人々の新たな交流の拠点
［S54・法］
となることが期待される。

メインフロア

回催されることになって、私は毎月通っ
てその成長ぶりを見守ってきた。前座
名はそれぞれ駒丸、駒介。二つ目になり
馬治、馬吉。
二つ目に昇進し、平成 23 年の夏昇進
を祝って『国分寺寄席』を開催した。
第一回の開催の顛末については、以
十一代 金原亭馬生
前会報に書いたのでここでは割愛する。
第二回からは、国分寺稲門会の主催となり、会員役員一致団
結のもと継続された。
第五回『国分寺寄席』には、馬治、馬吉が入門 15 年目で真
打に昇進して馬治はそのまま“馬治”
、馬吉は“馬玉”を襲名
して真打披露で演じてくれた。
第一回目から参加の“駒松”は今二つ目になり
“馬久”
、後の“小
駒”は昨年 11 月、
“駒六”は今年 2 月に二つ目にそれぞれ昇進、
駒六は“馬太郎”と名乗った。また昨年七人目の直弟子として“駒
介”が入門を許されている。
他に、元慶応大学文学部仏文学教授「荻野アンナ」女史が、
“金
原亭駒ん奈”として師匠の弟子に名を連ね、以前我が稲穂祭に
出演された。また素人で師匠の下で落語の稽古を修めた人も大
勢いる。
師匠と出会い、知り合ったことの延長線に『国分寺寄席』が
あることを考えると縁というものの有難さを感じる。馬生師匠
はいつも『ご縁で御座います』と言って『国分寺寄席』を大事
にしてくれている、実にありがたいことと思っている。
今年の『国分寺寄席』は師匠以下 7 人と色物 1 人、賑やかな
出演陣となる。
［S37・法学］
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中国勤務を終えて
赤池秀夫
定年後、13 年目を迎え、73 歳になりました。中国江蘇省、
蘇州に所在の日系企業（金属加工を生業）の責任者として 2 年
8 ヶ月駐在し、昨年 11 月に帰国しました。オムロン時代に中
国に、2 回、合計 14 年、定年後も今回で 3 回目の駐在、合わせ
8 年半、合計 23 年の駐在となり、人生の半ばを中国と過ごし
ました。最後に駐在した蘇州は中国の中で経済活動が活発、且
つ変化が大きくスピードの早い地区で有意義な経験が出来、自
身の成長の一助になりました。
最初に中国に語学派遣で訪れた 1984 年と比べ、中国は大き
く変わりました。変化とスピードの速い中国です。今日の非常
識が明日の常識、それを中国から多く学びました。
ほぼ全てのエリアを訪問する機会を得ました。第一の印象は
国土の広さです。西域に行くと漢民族とは違う顔かたちの民族
が住み、悠久の歴史と固有の文化圏を有し、貴重な体験もしま
した。各地域で食事も調理の仕方が異なり、楽しさがあります。
その中国ですが、現在の経済、社会活動に目を向けると日
本の停滞感と異なり、発展国家における驚きと発見がありま
す。その一つ、一般庶民は、対価の支払いに現金を使う事は
無く、携帯電話で QR コードを読み取り対価を支払うキャッ
シュレス社会が存在しています。また、公害規制から、バッ
テリに充電し走る電気オートバイが安徽省の合肥や、この蘇
州でも庶民の足として活躍しています。その意味では中国政
府と企業が一体となって、先端技術を取り入れる速度の速さ
には目を見張らせられます。
現地の従業員の働き方
と日本人の働き方との違
いは、スキルのない地方
からの出稼ぎ族はお金第
一であるところです。技
術を取得した従業員は、

中国料理「龍栄」

三田会との春節パーティ：東京開催

さらにスキルを研き、仕事での達成感と高い報酬を求める、
中国では当然のことで、転職回数も多く募集時、従業員の履
歴書には 4－5 社以上の社名の記載が普通です。少しでも高い
給与の会社に、働きがいを求め、転職する、個性ある生気ある
人の多さに驚きます。
不思議なことに、中国で生活すると日本人も中国人に同化
され、中国人のマナーに早変わり、中国が好きになるようです。
ビジネスに身を転じると、中国人相手に代金回収は大きな困
難さがあります。事業法人を束ねる私が営業マンにいつも繰
り返し言うことが代金回収です。
さて、校友会活動ですが、中国各地に稲門会があり、活発
な活動を行っています。北京稲門会は東京に支部を設置し、
支部のメンバーが中心になり、月次で懇親会を開催し、情報
交換をしています。三田会とも春節の時期は合同新年会を開
催しています。また、北京大学との相互乗り入れは、他校に
先掛け、10 年程前から行っており、日中友好と学生の見聞を
広げ、中国との交流の深化に貢献しています。
添付の写真は、蘇州歴史探訪の会で、鎮江の黒酢メーカー恒
順を訪問時の記念写真です。
［S43・政経］
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北口より徒歩5分

http://jacaranda.jpn.com/

TEL 042-321-0005

042-321-3231

ご近所です。お気軽にご相談ください。
● 親が亡くなったのだけれど？
● 孫に贈与したいのだけれど？
● アパートの申告はどうするの？

社会保険労務士

● 土地を売却したいけれど？
税理士
法 人

よこ みぞ

横溝会計パートナーズ

〒185-0012 国分寺市本町二丁目12-2
三井生命国分寺ビル6F
TEL 042-321-9583

税理士 横溝
公認会計士
税理士

黒田社会保険
労務士事務所

範治
（S51卒）
横溝 大門

税理士 宮﨑

信博

黒田啓之（S61卒）
〒185-0024東京都国分寺市泉町3-33-16-201
TEL.042-300-0305 FAX.042-300-0306
http://www2.odn.ne.jp/̃seven
E-MAIL seven@pop06.odn.ne.jp
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同好会活動
ゴルフ同好会
昨年のトピックスは、
早稲田大学校友会
ゴルフ大会における、
我が国分寺稲門会会
員による連覇です。第9回大会では宮坂尚
利さん
（40法）
、
昨年の第10回記念大会
（右
写真）
では、
大橋忠弘さん
（47理）
が、
並み居
る強豪を倒して栄えある個人優勝（参加人
数200人中）
。
今年は第11回大会、
ツキも味
方にして何としても3連覇の栄冠を手に入
れようではありませんか。
今年のゴルフ同好会のスケジュールは、
次の通りです。
1 第46回国分寺稲門会ゴルフコンペ
2019-4-25
（木） 西東京ゴルフ倶楽部 3組
2 国分寺市シニアオープンゴルフ大会への参加
2019-5-10
（金） 東京バーディクラブ 有志による1組参加
3 第10回早慶対抗
（国分寺稲門会vs.国分寺三田会）
ゴルフコンペ
2019-6-11
（火） 昭和の森ゴルフコース 8組
（各々4組）
4 第47回国分寺稲門会ゴルフコンペ
2019-9月予定 近場のゴルフ場 4組
5 小金井稲門会創立60周年記念ゴルフ大会への参加
2019-10-11
（金） 小金井カントリー倶楽部 20組、
内2組参加可能
6 第11回早稲田大学校友会ゴルフ大会
2019-11-7
（木） 久邇カントリークラブ 50チーム
国分寺稲門会 1チーム4名、
他チームから会員2名参加予定
（野部明敬）

麻雀同好会
麻雀同好会では、2ヶ月に一度定例麻雀
大会を開催し毎回、
12名又は16名の往年の
雀士が卓を囲みゲームを楽しんでいます。
また、
この定例会とは別に、年2回開催され
る地区対抗麻雀大会があって選抜メンバー
で参加しています。
この対抗戦、
初めは小平
懐かしい三千院会場
稲門会、
東村山稲門会との3地区対抗戦とし
てスタートしたものでしたが、
その後。
西東
京、立川、小金井が加わり現在では6地区対
抗戦となり、
次回
（第10回）
からは更に、
日野
稲門会、
清瀬稲門会も参加して8地区対抗戦
という大きな大会になってきています。
2月17日開催の第9回、6地区対抗戦で
105回優勝者
は、役満が4回も出るという大荒れの展開
で、
団体戦は1位 小金井、2位 小平、3位 西東京、
で、前回優勝の我が
国分寺は最下位の6位でした。
次回雪辱を期したいと思います。
国分寺稲門会の定例麻雀会の最近3回の上位入賞者は次の通りでした。
（第103回～第105）
11/15 優勝 原、
2位 日置、
3位 松永
1/17
優勝 日置、
2位 野部、
3位 北川
3/21
優勝 廣田
（婦）
、 2位 田口、
3位 山口
（勝）
過去10回の成績をみると、
廣田
（婦人）
さん、
舘さんが各2回優勝してい
ます。
優勝回数、
準優勝回数で見る限りでは、
廣田さん、
舘さん、
日置さん辺
りが、
実力者、
強豪？といえそうですが、
麻雀はツキ、
運が勝敗を大きく左
右するゲーム、
次回の優勝はあなたかも知れません。
各大会、
終了後は有志で反省
会と称して雀荘近くの居酒屋
で懇親会を行っていますが、
半
数位の方が何時も参加してい
ます。麻雀よりもこれが楽しみ
と言っている方もいます。
（青木壯司）
105回参加者

第10回記念校友会ゴルフ大会

ボーリング同好会
我が同好会はボーリング全盛時に国分寺パークレーン
（オーナーは故・林
久仁於氏）
を本拠地にスタートしました。
総会開催日には恒例行事として大
会を開催し、
多くの会員と家族が参加し、
一投ごとに一喜一憂、
熾烈な？優
勝争をしていました。
2008年に国分寺パークレーンが閉鎖され、
林氏のご
紹介で東大和市駅のボーリング場に移転しました。
現在、
会員数は減りまし
たが、
林氏の遺志を継いで家族的な雰囲気でボーリングを楽しんでいます。
開催は毎月2回、
原則第2・第4日曜日、
東大和市駅前のBIGBOXに朝8時に
集合します。
早朝料金ですので、
1ゲーム300円とお得に利用できます。
変則
ですが、
4月は14日に練習会を行いました。
5月は5日を予定しています。
練習にはガターなしのレーンを設けることも可で、
幼児でも楽しめ、
スト
ライクがでれば老若男女を問わずハイタッチ！とてもアットホームな同好
会です。
2世代、
3世代で参加している会員もおり、
まさに家族ぐるみの交流
の場となっています。
プレイ後には時間
1月13日 ボーリング結果
1G
2G
3G
合計
AVE
の許すメンバーでお茶を飲みに行った
1 岩崎 123
140
139
402 134.0
り、
時には付近の名所に出かけたり、
和
2 浅野 145
146
109
400 133.3
3 増本 118
123
133
374 124.7
気あいあいの楽しい仲間たちです。
4 良太
90
124
61
275
91.7
5
0
0
0
0
0.0
シニア世代も
「昔取った杵柄」
よろし
く復活されつつあるとのこと、
健康志向
も高い昨今、
「 記録よりも健康第一」が
モットーです。
是非お出で下さい。
、
ご家
族の参加も大歓迎です！ （岩崎 明）

ハイキング愛好会
年々季節が早まっている感じがします。
今年の東京の桜の開花日は3月
21日。
それから4日後の25日
（月）
に新参加3名を迎え、
14名で春のハイキン
グを行いました。
「はけ」
と呼ばれる国分寺崖線近くの野川沿いを、
東八道路
の二枚橋付近から小金井市を通って、
国分寺駅まで約9km、
4時間の行程で
す。
満開まではまだ時間がかかりそうでしたが、
開放感溢れる、
広々とした
野川公園、
武蔵野公園、
青草が芽吹いている岸辺の遊歩道は、
クッション十
分で足腰への負担が少なく、
心身共にリフレッシュ出来ました。
ひとしきり歩いた後は、
しばし水辺を離れて、
小金井神社～小金井小次郎
の墓～幡随院前へ迂回、
前原小学校辺りからまた野川に戻り、
ちらほら咲き
始めた桜並木の中を進みます。
次は貫井の
弁天様と親しまれた貫井神社です。かつ
て、
神社の前にはプールがあり、
古橋や橋
爪がプール開きに来たこともありました
が、
現在は駐車場なってしまい、
往時の面
影はありません。
また東経大の新次郎池と
共に、
湧水は枯れ細ってしまって、
開発が
進んだ結果という時の流れを感じます。
19.03.25 都立武蔵野公園
ほぼ時間通りの午後1時前に国分寺駅
に到着、今回の懇親会場は駅ビル9階の
「中国家庭料理・華琳」
です。特別参加の3
名を加え、
17名で約1時間、
思い思いの料
理と和やかな歓談の内にお開きとなりま
した。
次回は秋深まった11月頃に、
黄葉狩
りをする予定です。
皆様方のご参加、
お待
ちしております。
（山田 孝）
19.03.25 小金井神社
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カラオケ同好会
長い歴史を誇るカラオケ同好会。毎
月第1金曜日、20名以上の同好のメン
バーが恋ヶ窪のシダックスに集まりま
す。会の正式時間は13時～17時で中
締めの4時間ですが、それを待ちきれ
ずに12時過ぎから助走開始。
そして17
時には終われずに19時まで続き、
校歌
4月例会
で締め。ですから長い人は最長7時間
というロングラン・カラオケ。
勿論、
遅刻・早退は自由です。
毎月20名以上が参加するカラオケ同好会。
参加者の特徴は
①元気な高齢者：85歳～90歳が7～8名、
（写真）
②幅広い方々：近隣稲門会
（東村山・小金井・小平・府中・国立）
や三田会から
レギュラー参加、
そしてこの会では、
イベントも多岐に渡ります
（下記）
、
①当月の誕生日祝い：バースデーケーキのろうそく消し、記念写真、
Happy Birthday to Youの合唱、
②バレンタインデー・ホワイトデーのお祝い、
③カジュアルドレス・デー：8月に開催、サマーウエアー、コスプレなど。
ベストドレッサー賞の表彰も、
④メリー・クリスマス：12月に開催、
全員でプレゼント交換。
歌は百薬の長と言います。
元気で長生き、
楽しく賑やか。
好きに歌い、
好きにおしゃべりし、
飲みかつ、
食べるカラオケ同好会です。
新入会は常時歓迎です。みんなで「楽しい人生の後半戦」を過ごしてい
ます。
（大橋忠弘）

国立の桜

バースデイ

グルメ・作って食べよう同好会
「衣・食・住」
のうち、
「衣」
はボロ服でも生命危険なし、
南国パラダイスに
行けば服は不用品。
「住」
はダンボールハウスがあれば耐えられる、
ホーム
レスに同居させてもらえば尚最高。
しかしながら、
「食」
は他に変わるもの
は無く、
生命の原点・人類平和
（PEACE）
の根源であります。
まさに食
（グルメ）
は、
PEACEをもたらす力であり、
当会もこれを実践し
ています。
すなわち
P : Purchasing → 食材を買いに行き、E : Economically → お安く、
A : Ambitious → 心意気高く、
C : Cooking → 作って、 E : Eating → 食べる まさにPEACEです。
メンバーは、調理具が完備された本多公民館実習室に集合し、レシピ
を確認後近くのスーパーに買い出しに行きます。30人前の料理の各食材
を余すことなく安く購入するために、売り場別に仕分けされた買物リス
トに従って効率的に買
い 求 め ま す 。大 量 の 食
材・飲物をフラフラと運
び入れ、いよいよ調理の
開始です。毎回、テーマ
を決めて5～7種類の料
理を数名ずつに分かれ
て、各リーダーのもとに
3時間かけて完成後、お
客様を招き入れて宴会
の始まりです。お酒も入
り会話が弾み楽しいひ
作って食べる
と時を過ごします。いま

7
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kokubunji toumon-kai club action

までに、“いくつになってもお節句”（ 蛤の
お吸い物、牛蒡鍋、五目チラシ他）、“中華三
昧”（海老焼売、芙蓉蟹、棒々鶏他）、“青葉の
候 旬を楽しむ”（焼き筍、鰹タタキ、小柱か
き揚他）、”北海道を楽しむ”（ イカ飯、十勝
豚スペアリブ他）、“韓国料理を楽しむ”（ヤ
ンニョムチキン、ナクチポック他）、“居酒
屋料理を楽しむ”（ 鯵の南蛮漬け、おでん、
ひつまぶし他）などにチャレンジしまし
た。
調理の舌を高めるため外食会も開催し、
牡蠣料理・しゃぶしゃぶ・BBQ・イタリア
ンなどの店にも繰り出しております。最近
では、同好会合同旅行として、茨城袋田の
滝の銘店そば処「昔屋」で名物のしゃも地
鶏そば、けんちんうどんを楽しみ、鵜の岬
ホテルでは海鮮料理を満喫しました。
（中山斌雄）

そば処

昔屋

しゃも地鶏そば

町歩きの会
「町歩きの会」
は東京や周辺の名所・旧跡を歩いて巡り、
歴史や文化を学
び、
名物料理と銘酒を味わうもので
「歩き、
学び、
食べ、
飲み、
懇親を深める」
楽しい会です。
その町の隠れた魅力を会員・家族と一緒に廻りながら発見し、
のんびり
と一日を楽しんでいます。
昨秋は11月19日
（月）
に文京区・豊島区・新宿区の寺社、
著名人のお墓を
めぐり、
老舗割烹で食事、
太田道灌ゆかりの山吹の里の碑、
甘泉園を経て最
後は母校へ帰り、
演劇博物館と開館まもない早稲田大学歴史館を見学し、
館内の喫茶店でゆったりお茶を飲み、
解散となりました。
行程概要は先ず有楽町線護国寺駅で下車し護国寺を訪ねました。
ここは
早稲田マンが敬愛してやまない大隈重信侯の墓所があり、
当日は春秋会諸
江氏のお取り計らいで墓所の門を開けていただき、
榊を捧げお参りし、
全
員で記念撮影をしました。
次に雑司ヶ谷霊園に移動し夏目漱石、
小泉八雲、
泉鏡花、
永井荷風、
竹久
夢二、
ジョン万次郎などに早稲田大学縁の島村抱月、
安部磯雄のお墓を詣
で、
先人のご功績に思いを馳せました。
雑司ヶ谷鬼子母神傍の割烹「大倉」での昼食は海の幸、
山の幸の豪華な
料理に冷酒、
お燗、
ビール、
焼酎等お望みの酒で盛り上がり、
和気藹藹とし
た宴会でした。
食後は鬼子母神前から面影橋
まで唯一の都電・荒川線に乗車
し、
「実の
（蓑）
一つだになきぞ悲
しき」
で有名な碑を見て、
嘗て大
学の管理下にあった回遊式の甘
泉園庭園経由早稲田大学に着
き、
演劇博物館と3月に開館した
第三のミュージアム・早稲田大
学歴史館を見学しました。早稲
大隈侯の墓所
田の歴史関係の資料、未来の大
学の全貌を展示してあり大いに
勉強になりました。
館内の喫茶コーナーでティー
ブレイク、歓談の後、
雨上がりの
早稲田の町をあとに帰路に着き
ました。
参加者は5人のご夫人を含め
15人でした。
（中村俊雄）
ゆかり

演劇博物館

スキー同好会はしばらくの間休会となりました。
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国分寺サロン
3月31日、
三百年古民家の温もり
「りと
るぷれいミュージック」
で、
世界的に有名
な、
高橋礼惠＆ピヨルン・レーマンのピア
ノ四手連弾リサイタルが開かれました。
クラシック音楽でありながら、初めて和
太鼓の連打を聴いた時のような大迫力に
圧倒されました。
私が申し上げたいのは、
ピアノデュオの素晴らしさと共に、
これ
古民家
を可能にした
「りとるぷれいミュージッ
ク」
です。
校友の小俣さんがオーナーのこの会場
で、国分寺サロンは毎年「Xmasコンサート＆
ティーパーティー」
を開催してきました。
前回は、
昨年の12月22日
（土）
、
第1部講話と讃美歌
（国分
寺南教会 深山牧師）
、
第2部ピアノ・ヴァイオリ
ン・ソプラノのアンサンブル、
第3部紅茶の話と
ティーパーティー、
第4部みんなで歌おう・ワイ
ンを味わおう、
でフィナーレ！
国分寺サロンは会員・家族・友人が集い、
聴く・
話す・味わう、
和気藹々のサロンです。
ですから
演奏者の3人
「Xmasコンサート＆ティーパーティー」
の外に
も、
素敵な企画を募集しています。
あなたがプロデュースして見ては如何
ですか？
（野部明敬）

kokubunji toumon-kai club action

なります。最近号では、この会で俳句を
始めた清水星人さんや野部明敬さんが
巻頭作者となったことはこの上なく喜
ばしいことです。
当会は発足以来4年半の間、盛夏の8
月を除き毎月欠かさず句会を開いてき
ました。会員各位の実力の向上は年ご
とに目覚ましいものがあります。その
成果は、別掲「近詠一人一句」でご覧く
ださい。
（吉松峰夫）

国分寺句会新年句会

国分寺句会 近詠一人一句
ひこばえ

蘖や被災地笑みを戻しをり

黒川 清虚（国分寺）

友逝きてガラス戸越しの余寒かな

内田 博司（国分寺）

春一番孫の小走り見つめをり

清水 星人（国分寺）

山水の温み筧をほとばしる

眞宅 泉舟（国分寺）

佐保姫の下車したるらし無人駅

舘

水温み越の棚田に鳥の声

千原 延居（国分寺）

天心の一粒の麦春の海

野部 明敬（国分寺）

春光のかけらもらさず万華鏡

吉松 舞九（国分寺）

色とりどりの紅茶カップ

国分寺句会
「国分寺句会」の名前で平成26年11月に始まった俳句同好会は、国分
寺稲門会に属する同好会のなかでも新しい方ですが、それでもこの5月
には発足して4年半になります。
毎月第三土曜日に本多公民館に集まる連れ衆は、講師の細見逍子先
生（俳句結社「隗」主宰）、黒川幹事長を含め約13名。欠席投句の3名を含
めると約16名による月例句会となります。会員は、国分寺稲門会の10
名のほかに清瀬、立川の各稲門会から各1名、一般4名という多彩な顔
ぶれです。
発足後5度目の新年句会は1月19日（土）午後1時から行われました。
当日欠席は4名。中国駐在から暮に帰国されたばかりの赤池秀夫さんの
ほか、佐竹茂市郎さん、千原延居さん、清水星人さんは欠席投句となり
ました。会場の本多公民館和室からはガラス越しに植込みも見ること
ができて、12名の出席者はすっかり俳句モード。机の上には正月と
あって、会員有志の差し入れの飲み物・菓子が並ぶなか、幹事長の黒川
清虚さんの音頭で、この一年の健吟を祈って乾杯。あとは、いつも通り
投句・選句・講評と進み、高点句にはお年玉の天・地・人各賞が細見先生
から授与されました。この日の天・地・人賞と作者は下記の通り。
天賞 青竹の切口清し初手水
吉松 舞九
（国分寺）
地賞 行く年の真闇に護符を貼替へる 中村 憲一
（豊島）
人賞 汐吹き岩波平らかに初日かな
千原 延居
（国分寺）
当会の活動で特筆すべきこととして、月例句会の作品を講師の講評
とともに記録した句会録の発行があります。自分の句が活字になって
いろんな人の目に触れることはうれしくもあり、また俳句を続けてゆ
く上の励みにもなるものです。句会録は互選の得点順になっていて、最
高点を取った作者は最初のページ、つまり「巻頭」に掲載されることに

爽風（国分寺）

探梅や振り向くことのうまくなり

梶原 由紀（国分寺）

芽吹きそむけやき並木や雨しづか

大畠

雪嶺富士背に落下傘降下

押山うた子（武蔵村山）

釣糸の大きく揺れて水温む

佐竹茂市郎（立川）

洗濯の音軟らかに水温む

中村 憲一（豊島）

うたた寝や妊婦の夢の春炬燵

藤木ひろみ（中野）

せびら

講話：深山牧師

春の部

薫（清瀬）

◆講師
春来ると思へば人の声やさし

細見 逍子（清瀬）

同好会幹事のご紹介
同好会名

氏名

ゴルフ

日置憲二郎

042-575-3518

松村

英明

042-322-7757

ボーリング

岩崎

明

042-321-1563

麻雀

青木

ハイキング

山田

カラオケ
グルメ

代表者連絡先

壯司、日置憲二郎

042-201-3786（青木）

孝

042-301-8271

小田切晏彦

042-321-1096

清水

042-321-3310

元

大橋忠弘、江連孝雄

042-576-7346（大橋）

中山

斌雄

042-576-9460

中村

俊雄

042-313-8442

町歩きの会

日置代表幹事、
野部、
山田、 042-575-3518（日置）
中山、中村、清水

042-321-3310（清水）

国分寺サロン

野部明敬、清水 元、日置憲二郎

042-321-2757（野部）

国分寺句会

黒川清知、 吉松峰夫、

042-301-3581（黒川）

野部明敬、 舘 外博

042-573-5764（吉松）
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令和元年度活動方針（案）
基本方針

活動施策

1. 会員増と同好会活動の更なる活性化。
2. 幹事会の強化と中期計画の策定。
3.「地域と共に、早稲田と共に」をモットーに地域交流活動の促進。
4. 広報活動の強化、充実と満足度の向上。
5. 大学本部、地域稲門会、関連団体等との連携活動の拡充。

「合同行事」の実施。
1. 入会勧誘キャンペーン実施と同好会活動の創意工夫。
2. 幹事の増員と体制強化。次期及び創立 50 年企画の展望。
3.「第 9 回国分寺寄席」とその他市民参加企画の実施。
4. 会報編集の改革、HP 閲覧者サティスファクション、メルマガの毎月配信。
5. 稲門祭、大学催事の協力と連携、近隣稲門会、三田会等とのコラボレーション。

国分寺寄席

第九回は令和元年8月29日（木）に開催

第九回国分寺寄席は8月29日
（木）
いずみホールにて13：00開場、13：30開演で開催予定です。
本会はお蔭様で9回を迎えます。
ご贔屓頂き誠にありがとうございます。
出演は馬生師匠、馬玉、馬治、二つ目・馬久、小駒、駒六改め馬太郎、及び
前座駒介、太神楽の翁家和助の8名です。料金は￥1,500の予定です。
7月には準備万端相整えまして、
ご案内申し上げます。
ご協力のほど宜しく
お願申しあげます。
国分寺稲門会も創立47年を迎えます、今後とも
「地域と共に、早稲田と
共に」
のモットーに活動の拡充を目指して参ります。
（眞宅康博）

第九回
【出演者】

国分寺寄席

金原亭馬生 ／金原亭馬玉／金原亭馬治／金原亭馬久／

金原亭小駒／金原亭馬太郎／金原亭駒介／翁家和助

【日 時】 令和元年8月29日
（木）／午後1時30分開演（受付開始午後1時）
【場
【料
【主
【後

所】 国分寺

金】 全席自由

いずみホール（JR西国分寺駅南口）
1,500円

催】早稲田大学 国分寺稲門会
援】国分寺市老人クラブ連合会／社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

WASEDA NEWS

［10月20日（日）開催］

2019稲門祭

於 キャンパス･ 大隈庭園･ 大隈講堂 他

早稲田大学校友会公認の稲門際実行委員会が主催する『校友の校友による校友のための祭典』です。毎年大
学のホームカミングデーに合わせ開催し、早稲田キャンパスを中心に様々なイベント・福引抽選会・模擬店
出店を行い、ホームカミングデー対象者をはじめとしたすべての校友とそのご家族、また、近隣にお住まい
の方々やワセダファンの方々など、どなたでもご参加いただけるお祭りです。
54

大隈講堂･本部キャンパス
『ホームカミングデー』は、1970年（昭和45年）に第1回が開催され、
～ お帰りなさい。
早稲田の杜へ ～ 早稲田大学卒業生が卒業後15・25・35・45・50年目の校友を母校へお招
きし、交流・親睦・再会の場として、式典や各種イベントを交えご歓談いた
だく大学行事です。毎年、創立記念日に近い日曜日に開催しています。

2019 稲門祭記念品販売
国分寺稲門会
会員の皆様へ

当会への販売目標が設定されています。
絶大なるご協力をお願い致します。
毎年皆様のご協力で目標を達成しております。
稲門祭記念品
4 月5日
（金） 本年もよろしくお願い致します。

販売開始！
！

2019稲門祭記念品

●利益は全て在学生への奨学金になりますので、ご理解下さい。
ご購入をお願い致します。
●6月9日の第47回総会時に展示即売をいたしますので、
●ご購入金額2,000円につき1枚付く福引券で豪華景品が当たるチャンス！
●その他同好会などでも注文お請け致します。
◎記念品販売担当は…幹事・山岸信雄
補佐・ 小林 昭、吉松峰夫、
中村俊雄、清水 元

8千円コース

2千円コース

・オリジナルリュックサック

・オリジナルペンケース

6千円コース
・ポロシャツ
・マフラー
4千円コース
・ネクタイ

・今治タオルハンカチ
（2枚セット）
・多機能ペン
・帽子
・ゴルフボール
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稲穂祭

第26回 国分寺稲門会
第26回稲穂祭は2018年12月９日
（日）
、16:50～20:30中
華料理
「龍栄」
にて開催。会は小林昭の総合司会で進行、清水
元会長の挨拶、早稲田実業学校村上公一校長よりの挨拶では、
ラグビー/バレーボール両部の全国大会出場決定の報告に大
歓声が沸き、井澤邦夫国分寺市長の挨拶があり、谷田成雄相
談役の乾杯の発声で幕を開けた。イベントは大橋忠弘の軽妙
な司会で早稲田大学ザ・ナレオ９名によるハワイアンの演奏に
移り、南国ムード一杯となりフラダンスの気分で盛り上がり
100％寛いだ忘年会に突入した。次に懇親会に入り早実へ全
国大会出場お祝金を贈呈、渡邉惠夫三田会会長の挨拶、恒例
チャリティオークションは中山斌雄が本職勝りのセリ人振りで
￥54,000を売上、
ビンゴゲームは中村俊雄リードで出た目毎
に一喜一憂、最後は全員に賞品が贈られた。フィナーレは木村
徳のリードで校歌斉唱とエール、慶応へのエールに対し平林三
田会幹事長よりフレフレ早稲田の答礼のあと眞宅康博の閉会
挨拶と続き、記念撮影でお開きとした。一年の締め括りに相応
しく、明日への活力をもらって帰路に着いた。

[来賓]
村上公一早稲田実業学校校長、村上裕二事務部長、井澤邦夫国分寺市長、渡邉恵夫
国分寺三田会会長、平林正明幹事長、大野正道府中校友会会長、橋本美紀常任幹事、
大内一男東村山稲門会会長
[会員／家族]
青木壯司、幸子夫人、赤池秀夫、浅野道博、浅野 剛、飯塚 正、石田康博、石田雅子、
内田博司、江連孝雄、大橋忠弘、美紀子夫人、大矢康一、小田切三千代、小野洋一郎、
庸子夫人、河原紳雄、北原輝久、木俵康之、木村 徳、黒川清知、淳子夫人、小林 昭、
小林好隆、島崎幸男、清水 元、下村良介、下山 登、眞宅康博、舘 外博、田中康義、
邦子夫人、谷口和典、常見太郎、遁所真美、中島 巌、中村俊夫、中山斌雄、野部明敬、
林紀久子、原 俊男、日置憲二郎、廣田 廣、増本千明、良太、松村英明、丸山哲平、宮
坂尚利、寿美子夫人、百瀬道子、谷田成雄、矢地宏一、柳田雅之、山口慶一、山崎重義、
山田 孝、横川純子、吉松峰夫、米本 薫
[学生]
前田直樹、濱島泰文、清宮和峰、ザ・ナレオ９名
（清水 元 記）

「早稲田の美術」
早稲田のキャンパスに大隈講堂を眺め、
学生たちを見つめて厳然と立
つ大隈さんの銅像、
彫刻家朝倉文夫の大作、
同型が台東区立朝倉彫塑
館にも展示されている。
また大隈講堂には小倉惣次郎制作の大礼服像
が置かれている。
肖像画では黒田清輝が大隈さん、
岡田三郎助が大隈夫人、
そして小野
梓、
坪内逍遙など代々の総長、
教授を小磯良平、
木下孝則など著名な画
家たちが手がけている。
また創立記念の節目の年には横山大観､川合玉
堂、
前田青邨、
小林古径、
向井潤吉、
林武、
三岸節子、
猪熊弦一郎､藪野健
等々多士済々の画家たちが作品寄贈している。
會津八一記念博物館（旧図書館）の正
面には壁画「明暗」が掲げられている。こ
れは横山大観、下村観山両画伯の合作
（昭和2年制作、
直径4．
45ｍ）日輪は観山、
雲は大観の揮毫したものである。
その他大隈講堂、
演劇博物館などの建
築物、
絵画、
レリーフ、
銅像、
胸像など数多く
の美術品が存在する。早稲田キャンパスが
壮大な美術館と言っても過言ではない。
（黒川清知）
明暗

平成30年度新入会員のご紹介
●浅谷佳秀
（６１法）
●池田健次
（平６文）
●小林なつみ
（平２６法）
●鈴木誠治
（５２教育）

高木町
本 町
泉 町
西 町

五十音順

●下山 登
（４６商）
●高柳修一
（５３教育）
●寺本桂一
（５３理工）
●永戸大治呂
（５１理工）

富士本
西 町
西 町
北 町

訃報
お二人の会員が亡くなりました。
谷田成雄
（３１政経）
南町、神山正雄
（３１商）
北町
慎んでご冥福をお祈り致します。

新入会員募集
本会は設立47年目、
国分寺市在住・勤務する卒業生の組織です。
校友の多様性が早稲田の活力であり誇りです。
是非「国分寺稲門
会」
にご入会いただきますよう。

やわら

◆ 平 成 に 代 わ る ２４８ 番 目 の 元 号 は
「令和」
となりました 。典 拠 としたのは中 国の古 典で
は な く 初 の 国 書で 、
最 古の 歌 集
「万葉集」
でし
た 。引 用 し た の は 大 伴 旅 人 の 作った 序 文 の
「初春令月、
気淑風和、
梅披鏡前之粉、
蘭薫珮
後之香」
で、
意 味は初 春の令 月にして、
気淑く
風 和 ぎになります。
さて、
この度の
「 元 号に関 す る 有 識 者 懇 話 会 」
9 人 の 中 に 鎌 田 薫 前 総 長 が 任 命 されていま
し た 。奇 し く も 年 前の元 号・平 成の 懇 談 会
には 西 原 春 夫 元 総 長 が 名 を 連 ね 、平 成 ／ 令
和の両 元 号 選 定 には早 稲 田 大 学の両 総 長 経
験 者 が関 与されたことになります。
お気 づきの通り、
本 号の発 行 日 は 令 和 元 年 ５
月 1日です 。会 報は例 年５月１日 付けの発 行
ですので 、今 年 は 記 念 すべき おめでたい日 の
発 行になりました。
本 年は新 入 会 員 も 多 く 、
幹 事 役にも幾 人かの
方 が 就 任 予 定です 。「 新 しい酒 は 新 しい 革 袋
に盛れ」
の 通 り 、新 元 号 にふ さ わ し く 各 位 の
創 意 工 夫で、
新機軸導入、
改 革に努 め 、
更に満
足 度を高めた 運 営を心 がけたく思います。

◎お問合せ
下記の各地域担当幹事、
又は西町大橋忠弘宛てにご連絡下さい。

れい げつ

編集後記
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地域別幹事

◆ 清水

よ

元

●発行所

国分寺市東恋ヶ窪３-２８-６（清水元方）
早稲田大学国分寺稲門会 電話 ０４２（３２１）３３１０

●発行責任者
●編

集委員

清水 元
吉松峰夫 野部明敬 眞宅康博 舘 外博
山岸信雄

地域
北町／新町
西町
同
並木町
東戸倉／戸倉
富士本
高木町
光町
日吉町
内藤
西恋ヶ窪
東恋ヶ窪
東元町 1、2 丁目
西元町／東元町３、4 丁目
南町
泉町
本多
本町
その他外部

入会、情報、連絡、相談何でも受け付けます
氏名
眞宅康博
大橋忠弘
増本千明
遁所真美
眞宅康博、黒田啓之
小林 昭
中山斌雄
山岸信雄
丸山哲平
日置憲二郎
野部明敬
清水 元、舘 外博
廣田 廣
中村俊雄
松村英明
江連孝雄
赤池秀夫
山田 孝
大橋忠弘

連絡先
（TEL/FAX）
042-301-1660
042-576-7346
042-573-7595
042-313-9976
042-301-1660
042-575-6540
042-576-9630
042-573-8967
042-806-9813
042-575-3518
042-321-2757
042-321-3310
042-323-2651
042-313-8442
042-322-7757
042-325-7510
042-326-6119
042-301-8271
042-576-7346

